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福祉研修会を開催!!

〜県民の防災講演 災害から身を守るために〜
大分県労福協は、2017年度生活底上げ・福祉強化
キャンペーンの時期に合わせ、９月23日（土）全労済ソ
レイユ７Ｆ「カトレア」において、講師に熊本県知事
公室危機管理防災課・危機管理防災企画監 有浦隆氏を
迎え、『防災スペシャリストになる！ ─防災とは？ど
うすればいい？─』と題
して講演を行いました。
講演に先立ち、主催者
を代表して佐藤寛人大分
県労福協理事長があいさ
つ、引き続いて来賓の大
分県商工労働部雇用労働
政策課 課長 後藤豊氏のあいさつの後、講演に入りました。
研修会には連合大分役員・連合大分議員懇談会議員・労働組合・福祉事業団
体・地区労福協・市民を合わせ106名が参加し、防災を認識するよい機会になり
ました。

中央労福協「奨学金問題相談員養成研修会」の開催!!
中央労福協「第３回奨学金問題相談員養成研修会」が９月７日（木）東京・連合会館で開催されました。研
修会にはライフサポートセンター相談員や地方労福協の奨学金に関わる担当者など41名が参加しました。大
分県労福協から麻生雅晴理事・後藤寿之理事（九州労働金庫大分県本部）が参加しました。講師に奨学金問題
対策全国会議事務局長の岩重佳治弁護士を招いて、奨学金問題の背景・制度改善の現状と課題、日本学生支援
機構の奨学金制度の問題点、様々な奨学金相談の事例の紹介があり、参加者は熱心にメモを取るなど有意義な
研修会でした。

中央労福協「ライフサポートセンター実務者・相談員研修会」の開催!!
今年で6回目となる中央労福協「ライフサポートセンター実務者・相談員研修会（大阪会場）」が９月26日
（火）〜27日（水）大阪キャッスルホテルで開催されました。本研修会には西日本各地からライフサポートセン
ターに従事する実務者・相談員など23名が参加しました。
（大分県労福協から藤塚常務理事が参加）研修会１
日目は各単元で専門的な知識や昨年から新たに組み込まれた認知症と予防に関する単元などの講義を受けまし
た。研修会２日目は単元４消費者問題に関する講義のあと、参加者を４班に分かれて各県ごとに特徴的な相談
事例を報告、その後、班の代表者から相談事例（労働相談２、生活相談１、セクハラパワハラ１）の発表が行
われました。様々な相談事例の共有、相談員の心構えなど、今後の相談業務に役立つ研修会でした。
単元１ 法律・税金に関する単元（税理士 中川さくら氏）
単元２ メンタルヘルスに関する単元（精神保健福祉士 苅田尚晴氏）
単元３ 認知症と予防に関する単元（日本音楽レ・クリエーション指導協会理事長 堀口直子氏）
単元４ 消費者問題に関する単元（消費生活コンサルタント 勝又長生氏）
労働相談

生活相談

法律相談

福祉・医療相談

消費生活相談 一人で悩まない、あきらめない、まずは相談を！

大分地区ライフサポ−トセンター 別速杵国東地区ライフサポ−トセンター
県ライフサポ−トセンター
大分県労福協ホームページ
（大分・由布エリア）
（別府・杵築・国東・日出エリア）
（県北・県南・豊肥・久大エリア）
http://oita.rofuku.net/ ☎097-538-3155（平日9時〜5時） ☎0977-26-3155（平日9時〜5時） ☎097-538-3211（平日9時〜5時）

(2)

第 137 号

労福協

☎097-533-1106

2017年11月１日

管理受託事業
１．貸会議室（ホール・会議室）の利用促進
少人数から最大285名様まで収容可能な全 14 室、
多彩なバリエーションを完備
会社説明会・試験会場・面接会場・研修・各種セ
ミナー・パーティー・披露宴・宴会・会食など、
さまざまなニーズにご利用いただけます。

7F アイリス

3F 牡丹

〈HPで予約状況を確認することが出来ます〉

２．貸事務所・テナントの入居募集
〈募集区画〉
■106 号室 72.98 坪 店舗
■201 号室 14.17 坪 店舗・事務所
■202 号室 16.14 坪 店舗・事務所

（一社）大分県労働福祉会館

読者からの声
毎月多くの読者の皆さんからご意見・ご感想をいただい
ておりますのでご紹介します。
今後も多くの読者の声を
お聞かせ下さい。楽しみにお待ちしております。編集部
●靴のすり減り方で、歩く姿勢重心の偏りがわかると
いう記事をみて、何気なく自分の靴をみて内側のすり

労福協クイズ

94
○

簡単な問題ですのでふるってご応募ください。

①現在の県議会議長のお名前は？
②肩こり体操は「○○○」を意識して行うと
効果的です。

日

29

第 回
︵ 号︶
労福協クイズの答え

93

① １９５７年９月
② ④サル

136

号第 回労福協クイズに多数の

応募をいただきまして誠にありが

名の方が当選されまし

10

とうございました︒
厳正な抽選の結

果︑次の

た︒
また︑
貴重なご意見・ご感想をい

ただきありがとうございました︒

＝敬称略＝

菅原 和恵
︵日田市︶ 井上 翔太
︵宇佐市︶

香
︵日田市︶ 岡崎 善夫
︵宇佐市︶

麻生 英彦
︵宇佐市︶ 佐藤 裕子
︵大分市︶

宮﨑

◎『福祉ひろば』へのご意見ご感想などお寄せ下さい。

この他にもご意見ご感想をいただいていますが、紙面の都合で
割愛させていただきます
長峰 哲也
︵大分市︶ 梅木 優稀
︵由布市︶

あ て 〒870-0035 大分市中央町4丁目2番5号
ソレイユ6F
先
一般社団法人 大分県労働者福祉協議会編集委員会

減り＝猫背、を再確認しました。今骨盤矯正で治療中
です。姿勢は大事ですね。
（佐伯市：女性）
●「被ばく・終戦72年〜平和のつどい」の報告を読ま
せていただきました。とても詳しく報告されており、
初めて知る事柄が多かったです。大刀洗遺跡など近く
ですので、いつか必ず訪ねて、この目で見て聞いて学
びたいと強く思いました。
「リハビリ室からこんにち
は」はいつも大変ためになります。猫背が気になって
おり、靴底を確認してひそむ病気を見つけようと思い
ます。(^▽^)
（日田市：女性）
●子供たちが帰省した時にぜひレゾネイトくじゅうに
泊まりに行きたいと思います。秋の夜空に満天の星…
素晴らしいと聞いています。
（宇佐市：女性）
●「水分補給で健康的な秋を」の記事を読んで、コー
ヒーは向いていないという事を知り、水分補給と思い
コーヒーを飲んでいたことを反省しています。
（佐伯市：男性）

森内 祐二
︵日出町︶ 近沢 一夫
︵佐伯市︶

応 募 ・ハガキに、①、②それぞれの答えを書き、住所、
氏名、
職場名を明記して下記までご応募ください。
方 法
・応募締切：2017年11月30日
（木）
（当日消印有効）
・正解者の中から抽選で10名の方にクオカード
をお送りします。
・当選者発表は、１月１日発行138号紙面にて。

http//www.soleil.jp
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全労済大分推進本部 ☎097-548-5552
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ぼうさいカフェを
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開催します!!

全労済大分推進本部は、これまで「頻発する自然災害
について学び」
「防災・減災意識の向上」に向けて、地域
イベント「ぼうさいカフェ」を開催してきました。
2017年度は以下の内容で開催します。組合員・ご家族
の皆さまの来場・参加をお待ちしています。
●名
●日
●場
●内

称：
「スポーツフェスタ秋の大運動会＆ぼうさいカフェ」
時：2017年11月19日
（日）10時〜15時

所：ガレリア竹町ドーム広場（大分市中央町アーケード内）
容：防災迷路・非常食試食・サバ飯体験（サバイバル飯炊き）
・パネル展示他

平成29年9月 台風18号 被災受付及び共済金のお支払状況
※全労済大分推進本部は、これまで発生した大規模災害に対して、継続して対応を進めています。

◆被災受付件数・現場調査件数〈大分県〉
推進本部

大分県

受付件数

552件

現場調査必要件数 現場調査完了件数

472件

◆共済金のお支払い 〈大分推進本部〉
支払件数

415件

残件数

408件

支払共済金

286,784,183円

64件

〈全国〉

支払件数

4,946件

完了率

86.4％
【2017年10月20日時点】

支払共済金

708,178,173円
【2017年10月20日時点】

全労済ホームページ

http://www.zenrosai.coop

(4)

第 137 号

総合生協 【住宅課】☎097-574-5518 【旅行センター】☎097-548-5515

１．住宅事業の活動内容
❶分譲部門
大分市大在地区「あすみの丘」は、好評分譲中で
す。販売区画が13区画となりました。大在エリアで
住宅購入をご検討の方はぜひ現地を一度ご見学ください。
❷リフォーム部門
水廻りやクロス貼替、屋根・外壁の外部塗装など
様々なリフォームを扱っています。お客様のご要望に
あったリフォームプランをご提案させていだきますの
で、お気軽にお問い合わせください。
❸管理部門
「おさるのマーク」の加盟駐車場です。
【時間貸し】
8時から18時まで45分100円（日中最大800円）
18時から8時まで60分100円（夜間最大500円）
【プリペイドカード】
割安なプリペイドカードもあります。10,000円券を
7,200円、5,000円券を4,200円で好評販売中。
２．旅行センターの活動内容
総合生協は組合員の皆様のご予算、ご希望に合わせ
た各種プランをご提案致します。出張、会議、各種研
修、職場旅行や家族旅行、ご宴会の手配など…ご予約、
お問い合わせ、資料請求は係員までお気軽にどうぞ♪
☎097-548-5515
❶総合生協 忘・新年会プラン
❷旅行センターおすすめのお食事・ご宴会 ご案内

大分県知事登録旅行業 第2-40号

〒870-0035 大分市中央町4-1-32

旅行センター

総合旅行業務取扱管理者 古本直也

生協法に基づき、非組合員様のご利用時には組合員出資金が
必要となります。尚、組合脱退時に出資金はご返却致します。
大分県総合生協おすすめ

大分市内お食事・ご宴会のご案内
ご予算に応じてご予約致します。
お気軽にお問い合わせください。

中央町

都

町

千代町

府内町

大分市
郊 外

全労済 ソレイユ
ふぐ良グループ
酒食 回（かい）
いか創作料理 いかや
鳥来（とりこ）
食彩 蓮（れん）
炉ばた屋 水や空
割烹 にしおか
日本料理 ほり川
ふく亭 本店
臼杵ふぐ 山田や
味の蔵 天まで上がれ
豊後地魚・地酒の店 酔門
大分アリストンホテル
かんてきや 都町店
焼肉 元相
日本料理 うを清
カフェフランセ ＹＵＫ
Ｉ
壷中（こちゅう）の天地
大分センチュリーホテル
ホテルエリアワン大分
酒場 金の鈴
割烹 さとう
大分オアシスタワーホテル
レンブラントホテル大分

会席料理など ￥3,240〜

★

ふぐちりコース ￥5,400〜
コース料理 ￥3,240〜
コース料理 ￥3,780〜
コース料理
（飲み放題込）￥3,600〜
コース料理 ￥3,780〜
コース料理 ￥2,500〜
会席料理 ￥8,640〜

★

会席料理 ￥5,400〜
ふぐ会席 ￥8,640〜

★

ふぐ会席 ￥6,480〜

★

コース料理 ￥3,500〜
会席料理 ￥4,320〜
和・洋 卓盛りなど（飲み放題込）￥5,000〜
コース料理(飲み放題込）￥4,500〜
コース料理 ￥3,500〜
会席料理 ￥4,320〜
フレンチ フルコース（飲み放題込）￥8,000
コース料理 ￥3,780〜
卓盛料理 ￥4,320〜
和食会席プラン（飲み放題込）￥5,000〜
コース料理(飲み放題込）￥4,000〜
会席料理
（飲み放題込）￥6,480〜
卓盛料理 ￥4,860〜
卓盛料理 ￥4,860〜

（★：サービス料別途要）
※料理金額に消費税は含まれています。

TEL.097-548-5515 FAX.548-5551

総合生協ホームページ

2017年11月１日

営業時間／平日
（月〜金） 9：00〜17：15

http://travel.sogoseikyo.jp/

http://www.sogoseikyo.jp
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県議会
各会派
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議員との懇談会

生協連合会役員と県議会各会派の議員との懇談会
が、９月15日
（金）
大分アリストンホテルで行われまし
た。今年で27回目のこの懇談会は、県下の生協活動
への理解と支持・協力を得るため、また、生協に対す
る意見・要望を聞くために県議会議長をはじめ、県議
会各会派の議員のみなさんに呼びかけて開催したもの
です。
当日は県議会開会中に関わらず各議員の皆様は大変
お忙しい中、井上伸史県議会議長さんをはじめ、県民
クラブ、公明党、日本共産党、より13名の議員の皆
様にご出席いただき、生協連は青木会長をはじめ県連
役員14名、コープおおいた・グリーンコープおおい
た・勤労者医療生協・医療生協の会員生協より７名が
参加し開かれました。
懇談会は先ず、生協連の青木会長より「本日は県議
会開催の中、井上伸史議長をはじめ多くの議員のみな
さんに県生協連との懇談会にご出席いただき、誠にあ
りがとうございます。
今回で27回目となり、少しずつでありますがみな
さま方に生協の活動をご理解が進んでいるのかなと
思っています。７月５日の九州北部豪雨では大分県で
日田市・中津市を中心に大きな被害がありました。全
国の生協の組合員や東日本大震災での被害にあった福
島の子ども達、仮設住宅みなさん方等からの義援金を
被災者支援に活用するよう広瀬勝貞大分県知事に贈呈
しました。生協としても県と共に復興のための取り組
みを行っていきます。
生協は、昨年11月にユネスコの無形文化遺産に祇
園が認定されたように、本年６月には協同組合も登録
されました。県下の協同組合ではこれを機会に11の
協同組合が休止していた協議会活動を８月に再開する
ことになりました。農水産物を中心に大分県のための
協同組合事業の連携を深めてゆきたい。
また、毎年、大分県の来年度予算編成と行政執行に
ついて要望書を提出しておりますが、本年も消費者行
政、食の安全・安心、災害対策、格差・貧困問題、医
療・介護・福祉等、消費者のくらしに役立つ要望を考
えており、県議会のみなさんのお力添えをお願いした
い。」とあいさつがあり、引き続き、出席
県議会議員を代表して井上伸史県議会議長
よりあいさつがありました。あいさつでは
「大分県生活協同組合連合会のみなさん方
には、平素から、県内各地域において、県
民の暮らしに寄り添い、その生活の安定と
生活文化の向上に格別のご尽力をいただい
ており、心から敬意を表します。今月４日
には、九州北部豪雨に対する義援金6,426
万円を県に贈呈していただきました。大変
あたたかなお心遣いをいただき、県議会を
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代表して感謝申し上げます。さて、近年、消費者契約
トラブルや、悪質商法に関する事案が後を絶たず、消
費者の利益と権利の保護は大きな課題となっていま
す。また、多発する集中豪雨や、将来発生が懸念され
ている南海トラフ巨大地震などの自然災害に備えるた
めに、発災直後の県民生活を支える生活必需物資を十
分に確保し、被災者に供給できる体制を整えていかな
ければなりません。
大分県生活協同組合連合会の皆さんには、安全・安
心な商品の提供をはじめ、悪質詐欺等の消費者被害の
防止やその救済に取り組むとともに、災害発生等緊急
時の生活必需物資供給の訓練も行われています。こう
した取り組みにより、安全・安心な生活の実現に向け
て、貴連合会に対する県民の期待はますます高まって
おり、さらなる取り組みの充実をお願いします。
本日は、活発なご議論をいただき、みなさんから、
県議会あるいは県政に対しましても、忌憚のないご意
見、ご助言をいただければ幸いであります。県議会と
いたしましても、今後とも、消費者の保護と安全・安
心な県民生活の実現に向けて、全力を尽くす所存であ
ります。」とあいさつがありました。
その後、出席された生協と各議員より自己紹介をい
ただいて、意見交換のポイントとなる「生協県連の活
動概要や県連が大分県行政に関する要望書」を提出す
ることや「大分の生協」の機関紙に掲載されている全
国の状況や大分県の生協の事業や活動の主な項目につ
いて太田専務より報告、引き続き、コープおおいたか
らお買い物サポートカーの本格的稼働、買い物弱者支
援、グリーンコープおおいたから大分市中央町に出店
したインフォメーションプラザ、勤労者医療生協から
主な事業活動と難病患者の在宅医療の支援、県医療生
協から地域包括ケアシステム、おいしく食べる・助け
合い・認知症支援・総合支援事業対策・子ども支援等
のプロジェクトについて説明があり、県議会議員よ
り、説明した内容について意見交換があって懇談会は
終わりました。その後の懇親会では相互の名刺交換や
意見交流もあって、この懇談会を通じ、生協に対して
の理解は深まったことを確信しました。
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管理栄養士の
お手軽レシピ

大根と鶏肉の甘酒煮

少しずつ寒くなるこの時期、夏で疲れた身体をいた
わり、体を温める食事として、大根と甘酒を
使ったレシピをご紹介します。
大根は、身と葉の栄養も豊富で、胃腸
を整える働きがあります。甘酒は、
『飲む
点滴』と言われ、ビタミンＢ群が豊富に含まれ、消化
を促し、体力の回復にも効果があります。また、米麹
の働きで、食材の旨味を引き出します。上手に組み合
わせて、寒さに負けない身体作りをしましょう。
※甘酒は、血糖値の高い方は摂りすぎに注意しましょう。

材料

１人分の目安です。

（1人あたり147㎉、蛋白質11.7g、脂質8.8g、食塩1.2g）

☎097-568-2299

2017年11月１日

リハビリ室からこんにちは！
36
職場の健康シリーズ●
大分協和病院の理学療法士が職場の健康につい

てお伝えするコーナー。今回は「肩こり体操」
についてです。
この時期は寒くなるにつれ、どうしても体は縮
こまりがち。肩こりや背中のこわばりが気になる
方も多いのではないでしょうか。
そんな方にお勧めしたい体操をご紹介します。

・大根 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50g
・鶏もも肉 ・・・・・・・・・・・・ 60g
・下味 塩 ・・・・・・・・・・・ 0.2g
甘酒 大さじ1/2
・甘酒 ・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
・薄口醤油 ・・・・・・・ 小さじ1
・生姜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2g
・だし汁 ・・・・・・・・・・・ 100cc
・大根の葉 ・・・・・・・・・・・・・・・ 5g

❶肩を上げてストンと下す運動

❶鶏肉は食べやすい大きさに切り、塩をまぶして10
分間ほどおく。甘酒をふり、良くもみ込む。
ワンポイント! 塩をしてしばらくおくことで余分な
水分を抜き、甘酒をもみ込み旨味をひきだす。
❷大根は皮をむき、乱切りにする。葉は塩少々を振っ
てもんでおく。
❸鍋に甘酒、薄口醤油、だし汁をそそぎ、生姜と❶、
❷を加え、強火にかける。煮立ったら弱火にし、落
し蓋をしてしばらく煮込む。そのまま冷まして味を
なじませる。
❹食べる前に大根の葉を加え、温め直して器に盛る。

❷両手をつないで上下に動かす運動

肩をぎゅっと上げ
て、ストンと下しま
す。
これを５〜10回
繰り返します。

作り方

（大分協和病院管理栄養士／高浪）

インフルエンザ予防接種のご案内
料

金

●64歳以下
組合員：2,600円 非組合員：3,700円
●小人（13歳未満）
組合員のお子様 １回目：2,100円
２回目：1,600円
非組合員（１回目・２回目）
：3,700円
※
「おおいた子育てほっとクーポン」利用可能
※13歳未満の方は２回接種が必要です。

●65歳以上は公費助成あり。

※在住の自治体により自己負担が異なります。

接種ご希望の方は、
事前にご予約ください。
※組合員には１口1,000円からの出資で加入いただけます。
接種当日の加入も可能です。

大分協和病院 ☎097-568-2333
佐 伯 診 療 所 ☎0972-23-2212

勤労者医療生協ホームページ

肘を伸ばした状態
で両手をつなぎ、上
下に動かします。こ
れも５〜10回繰り
返します。

❸肩を回す運動

両手を肩に置き、
肘をぐるぐると大
きく回します。
前回し、後回し
をそれぞれ10回ず
つ行います。
これら３つの運動を効果的に行うポイントは、
肩甲骨を意識することです。腕を動かすという意
識よりも肩甲骨回りが動かせているかに注目して
みてください。
肩甲骨を動かすと肩回りだけ
でなく背中の筋肉も大きく動か
しますので、肩こりだけでなく
背中のこわばり感の解消
にも繋がります。また肩
回りを大きく動かす事で
手の冷えの解消にもつな
がります。

http://oitakyowa-hp.org/

第 137 号

九州ろうきん ☎097-536-2211

九州労働金庫ホームページ

2017年11月１日

http://kyusyu.rokin.or.jp/

(7)

(8)

第 137 号

（公財）やすらぎ霊園 ☎097-598-0100

2017年11月１日

